
２０２1年４月２１日～２０２１年５月２０日に受け入れした本の一部を

ラベル 書 　  名 著　者　名 ラベル 書 　  名 著　者　名 ラベル 書 　  名 著　者　名

ア 息子のボーイフレンド 秋吉 理香子　　 シ 田舎のポルシェ 篠田 節子　　 914.6/ｱ ブルーインク・ストーリー 安西 カオリ　　

ア わたし、定時で帰ります。[3] 朱野 帰子　 タ 破天荒 高杉 良　　 914.6/ｲ 美を伴侶として生きる歓び　 伊藤 謙介　　

ア 日向を掬う 朝倉 宏景　　 チ 銘酒の真贋（文庫 ・下り鮭一番 5） 千野 隆司　 914.6/ｳ 追懐の筆　　（文庫） 内田 百間　　

ア にぎやかな落日 朝倉 かすみ　　 チ ひきなみ 千早 茜　　 914.6/ｵ たぬきが見ていた 大貫 亜美　　

ア 小布施・地獄谷殺人事件　　 梓 林太郎　　 ト 緑陰深きところ 遠田 潤子　　 914.6/ｶ くらすたのしみ 甲斐 みのり　　

ア 烏百花　白百合の章 阿部 智里　　 ド 沈黙の終わり　上・下 堂場 瞬一　 914.6/ｷﾞ

イ ご隠居は福の神　5（文庫） 井川 香四郎　　 ナ 臨床の砦 夏川 草介　　 銀色 夏生　　

イ リフレイン　　（文庫） 五十嵐 貴久　 ニ ただいまつもとの事件簿　　（文庫） 新津 きよみ　　 914.6/ｺ とりあえず、本音を申せば 小林 信彦　　

イ あるヤクザの生涯 石原 慎太郎　　 ニ 掟上今日子の鑑札票　　 西尾 維新　　 914.6/ｺ 鴻上尚史のますますほがらか人生相談 鴻上 尚史　　

イ スモールワールズ 一穂 ミチ　　 ヌ 風は山から吹いている 額賀 澪　　 914.6/ｼ 自分をまるごと愛する7つのルール　 下重 暁子　　

イ 武士の流儀　5　　（文庫） 稲葉 稔　　 ハ 対になる人 花村 萬月　　 914.6/ｼ 三人三昧 清水 ミチコ　　

イ 百合中毒 井上 荒野　　 ハ 小説8050 林 真理子　　 914.6/ﾂ 働きアリに花束を 爪 切男　　

ウ 労働Gメンが来る!　　（文庫） 上野 歩　　 ヒ 甘美なる誘拐　　（文庫） 平居 紀一　　 914.6/ﾊ 硝子戸のうちそと 半藤 末利子　　

ウ 山田方谷伝　上・下 宇田川 敬介　　 フ 最高のアフタヌーンティーの作り方 古内 一絵　　 914.6/ﾊ 人間であることをやめるな 半藤 一利　　

エ 武士とジェントルマン 榎田 ユウリ　　 ホ 紙屋ふじさき記念館　[3]（文庫） ほしお さなえ　 914.6/ﾍ コロナ時代のパンセ 辺見 庸　　

オ 冬華 大倉 崇裕　　 マ セゾン・サンカンシオン 前川 ほまれ　　 914.6/ﾐ 三春タイムズ 長谷川 ちえ　　

オ めぐりんと私。 大崎 梢　　 マ ジュリーの世界 増山 実　　 914.6/ﾐ 三谷幸喜のありふれた生活　16 三谷 幸喜　　

オ 小島 小山田 浩子　　 マ 千里眼の復活　　（文庫） 松岡 圭祐　

カ この場所であなたの名前を呼んだ 加藤 千恵　　 マ 匣の人 松嶋 智左　　

カ 天使たちの課外活動　8　　 茅田 砂胡　　 マ もしも徳川家康が総理大臣になったら 眞邊 明人　　

ギ 鳶の以蔵 行久 彬　　 ミ エレジーは流れない 三浦 しをん　　

ク MR 久坂部 羊　　 ミ 蝶の眠る場所 水野 梓　　

コ 向島・箱屋の新吉　[3]　　（文庫） 小杉 健治　 ム 全員悪人 村井 理子　　

サ 曲亭の家 西條 奈加　 ヤ 鷹の城 山本 巧次　　

サ 己丑の大火　　（照降町四季 2） 佐伯 泰英　　 ユ 踊る彼女のシルエット（文庫） 柚木 麻子　　

サ 義士切腹 佐々木 裕一　　 ユ 白鯨 夢枕 獏　　

サ 星落ちて、なお 澤田 瞳子　　 ヨ うかれ十郎兵衛 吉森 大祐　　

シ ブックキーパー脳男 首藤 瓜於　　 ロ ほねがらみ 芦花公園　　

シ スイッチ 潮谷 験　　 ワ 幻の大東亜戦争 渡邊 裕　　
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【日本の随筆（エッセイ）】

紹介しています。ラベルの表示は館によって異なる場合があります。

※すべての新着資料は図書館ホームページに掲載されています。

http://www.kurashiki-oky.ed.jp/chuo-lib/index.html

【日本の小説】（913.6）

私たちは人生に翻弄されるただの
葉っぱなんかではない

★ 新型コロナウイルス感染症予防に協力ください ★

～ 図 書 館 を 安 心 し て 継 続 的 に ご 利 用 いた だ くた め に～

・発熱、咳等の風邪症状や強いだるさ、息苦しさがある方、その他

体調に不安のある方は、ご利用をお控えください。

・マスクの着用にご協力をお願いします。

・館内に手指消毒薬を設置しておりますので

ご利用ください。

・手洗い、身体的距離の確保をお願いします。

・長時間の滞在はお控えください。

読む前・読んだ後

手洗いを！
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901.3/ｳ 生き残る作家、生き残れない作家 冲方 丁　　 002　 おとなの教養　3　　 池上 彰　　 460 生物はなぜ死ぬのか　　 小林 武彦　　

910.2/ｵ うん古典 大塚 ひかり　　 007.3 内側から見た「AI大国」中国　　 福田 直之　　 493.7 ボケ日和 長谷川 嘉哉　　

910.2/ﾀ 文豪たちの住宅事情 田村 景子　 141.5 493.8 たいせつな家族を感染症から守る本 生田 和良　　

910.4/ﾔ 野の古典 安田 登　 141.7 マスクをするサル　　 正高 信男　　 493.8 今だから知るべき!ワクチンの真実 崎谷 博征　　

911.0/ｿ 訴歌 阿部 正子 146.8 雨でも晴れでも「繊細さん」 武田 友紀　　 495.4 もう我慢しない!おしもの悩み 増田 美加　　

911.1/ﾜ 和歌・短歌のすすめ 谷 知子　 159　 斎藤一人 一人道 斎藤 一人　　 498.0 養老先生、病院へ行く 養老 孟司　　

915.6/ｲ 四分の一世界旅行記 石川 宗生　　 159　 幸せな人生のつくり方 坂東 眞理子　　498.3　 老けない人は何が違うのか 山岸 昌一　　

915.6/ｺ 縁もゆかりもあったのだ こだま　　 159.7 60代から心と体がラクになる生き方　　 和田 秀樹　　 498.3 Shall we断酒? 若林 毅　　

916/ｱ 東京藝大ものがたり あららぎ 菜名　　 185.9 お寺の日本地図　　 鵜飼 秀徳　　 498.3 入門!「全集中」の呼吸法 森本 貴義　　

916/ｻ 東京ディストピア日記 桜庭 一樹　　 210.4 地域別×武将だからおもしろい戦国史　 小和田 哲男　監修 498.6　 コロナ脳　　 小林 よしのり　　

917/ｾ 愛に始まり、愛に終わる 瀬戸内 寂聴　　 281.0 女武者の日本史　　 長尾 剛　　 498.8　 繊細な人の心が折れない働き方 井上 智介　　

291.0 英傑を生んだ日本の城址を歩く 西野 博道　　 590.4　 「どっちでもいい」をやめてみる 引田 かおり　　

ラベル 書 　  名 　著（編）者　名 291.3 まち歩きが楽しくなる水路上観察入門 吉村 生　　 591　 ○×でわかるお金の正解 横山 光昭　　

929.1/ｸ 大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした クルベウ　　 302.2 韓国「反日民族主義」の奈落　　 呉 善花　　 594.3　 刺しゅう糸で編む日本の妖怪図鑑　　アップルミンツ

933.7/ﾊ 過ぎにし夏、マーズ・ヒルで　　 エリザベス・ハンド　 304　 新・階級闘争論　　 門田 隆将　　 595.5　 スキンケア大全 すみしょう　　

936/ﾐ 私の名前を知って シャネル・ミラー　　 312.1　 ニッポン 未完の民主主義　　 池上 彰　　 595.6　 生きてるだけでやせる図鑑 本島 彩帆里　　

949.3/ﾃ キリギリスのしあわせ トーン・テレヘン　　 312.5 裏切られたトランプ革命 副島 隆彦　　 596　 10年かかって地味ごはん。 和田 明日香　　

953.7/ﾏ 狂女たちの舞踏会 ヴィクトリア・マス　　319.1 赤い日本　　 櫻井 よしこ　　597.5　 今の暮らしを快適に変える収納レッスン 本多 さおり　　

989.5/ﾂ シブヤで目覚めて アンナ・ツィマ　　 324.7　 相続のお守り 金子 嘉徳　　 597.5　 断捨離道場 やました ひでこ　　

989.8/ﾋ ヴァイゼル・ダヴィデク　　 パヴェウ・ヒュレ　　 332.1 こうすれば絶対よくなる!日本経済 田原 総一朗　　626.9　 おうちでとれたて!ハーブと野菜　　田代 耕太郎　　

339.4　 生命保険は「入るほど損」?! 後田 亨　　 629.7　 小さな庭を自分でつくる簡単アイデア 主婦と生活社　

ラベル 書　 名 　著（編）者　名 345　 税金の表と裏の教科書 大村 大次郎　　754.9　 エコクラフトで作る編み地を楽しむかご 荒関 まゆみ　　

L147 迷信と科学 武田　芳紀　　 361.8　 新型格差社会　　 山田 昌弘　　 779.1　 母 青木 さやか　　

L290 新岡山の山100選 福田 明夫　 364　 社会保障DX戦略 立石 英司　　 779.9 志村けん論 鈴木 旭　　

L601 首都岡山 高嶋 哲夫　　 367.7 老いの福袋 樋口 恵子　　 784.6 私のスケート愛 浅田 真央　　

L760 童謡集　とっくんこ　６０ ながいくみこ 367.7　 老後の年表 横手 彰太　　 793　 花言葉で編むフラワーアレンジメント　 長井 睦美　監修

L915 叫び 重光 はるみ　　 368.2　 コロナ禍、貧困の記録 雨宮 処凛　　 796　 1手ずつ解説藤井聡太の神局 佐藤 慎一　　

L930 今日から彼女ですけど、なにか?1（文庫） 満屋 ランド　　 368.7　 どうしても頑張れない人たち　　 宮口 幸治　　 796.0 阿川佐和子のこの棋士に会いたい　　阿川 佐和子　

L940 位置　２０２１（岡山県エッセイストクラブ作品集 第十九号） 369.1 誰も書かなかった介護現場の実態 宇多川 ちひろ　　813.1　 比べて愉しい国語辞書ディープな読み方 ながさわ　　

369.2　 さあ、生活保護を受けましょう! 外場 あたる　　816　 文章力が、最強の武器である。 藤吉 豊　　岡山県エッセイスト・クラブ　

【その他の日本文学】 【実用書】

悩む力　　　　　　　　　　　メンタリストDaiGo

【外国の文学】

【郷土資料】


